2013年暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2013) セッション・座長一覧表
2013年1月22～25日 ウェスティン都ホテル京都
1月22日(火)
会場名

SCIS2013 実行委員会
13:00 - 14:00

A会場

14:30 - 16:10

招待講演

B会場

崎村夏彦
野村総合研究所

瑞穂の間(4F)
C会場

座長
渡辺 創
(産総研)

コスモスホール(3F)

E会場

葵殿(4F)

F会場

座長

田中 圭介 (東工大) 1A2 公開鍵暗号(2)

西巻 陵 (NTT)

1B1 共通鍵暗号(1)

大東 俊博 (広島大) 1B2 共通鍵暗号(2)

青木 和麻呂 (NTT)

高木 浩光 （産総
研）
吉岡 克成 （横国
大）

菊池 浩明 （東海
大）
吉田 真紀 （大阪
大）

1D1 マルウェア対策(1)

於. 瑞穂の間（A,B会場）

16:25 - 18:05

1A1 公開鍵暗号(1)

1C1 プライバシー保護(1)

D会場

座長

1C2 プライバシー保護(2)
1D2 暗号プロトコル(1)

1E1 サイドチャネル攻撃(1)

堀 洋平 （産総研)

1E2 サイドチャネル攻撃(2)

高橋 順子 (NTT)

1F1 情報理論的安全性(1)

花岡 悟一郎 （産総
1F2 情報理論的安全性(2)
研）

岩本 貢 (電通大)

座長

座長

1月23日(水)
9:00 - 10:40
A会場 2A1 署名(1)
B会場 2B1 ユビキタスセキュリティ(1)
C会場 2C1 プライバシー保護(3)
D会場 2D1 バイオメトリクス(1)
E会場
F会場

座長
岡本 健 (筑波技術
大)
蓑輪 正 (NICT)

10:55 - 12:35

座長

12:35 - 14:00

14:00 - 16:00

16:15 - 17:55

2A2 署名(2)

中西 透 (岡山大)

2A3 公開鍵暗号(3)

阿部 正幸 (NTT)

2B2 暗号理論(1)

河内 亮周（東工大）

2B3 暗号理論(2)

安永 憲司 (金沢大) 2B4 共通鍵暗号(3)

廣瀬 勝一 (福井大)

2C3 コンテンツ保護(1)

栗林 稔 (神戸大)

渡辺 創 (産総研)

山岡 裕司 （富士通
2C2 プライバシー保護(4)
研）
太田 陽基 （KDDI
2D2 バイオメトリクス(2)
研）

2E1 実装(1)

小林 鉄太郎 (NTT) 2E2 実装(2)

2F1 鍵管理(1)

古原 和邦 (産総
研)

2F2 鍵管理(2)

坂崎 尚生（日立）

2A4 公開鍵暗号(4)

2C4 コンテンツ保護(2)

昼食
高橋 健太 （日立）
鈴木 大輔 (三菱電
機)
伊豆 哲也 (富士通
研)

17:55 - 19:30

19:30 - 21:30

自由時間

懇親会
山城の間
(2F)

17:55 - 19:30

19:30 - 21:00

自由時間

ナイトセッション
瑞穂の間
（A,B会場）

國廣 昇 (東大)

2D3 認証(1)

草川 恵太 (NTT)

2D4 認証(2)

西垣 正勝 (静岡大)

2E3 実装(3)

渡辺 大 （日立）

2E4 ペアリング(1)

金山 直樹 (筑波大)

2F3 乱数

縫田 光司 （産総
研）

2F4 Webセキュリティ

須賀 祐治 (IIJ)

1月24日(木)
9:00 - 10:40

座長

10:55 - 12:35

座長
白勢 政明 （公立は
こだて未来大）

A会場 3A1 公開鍵暗号(5)

川合 豊 (三菱電機) 3A2 公開鍵暗号(6)

B会場 3B1 ユビキタスセキュリティ(2)

面 和成 （JAIST）

3B2 暗号理論(3)

藤崎 英一郎 (NTT)

田中
大）
山崎
大）
酒見
研)
大竹
研）

ネットワーク攻撃検知・対策
3C2
(1)

中里 純二 （NICT）

3D2 バイオメトリクス(4)

西内 信之 （首都
大）

3E2 サイドチャネル攻撃(3)
3F2 電子透かし(2)

C会場 3C1 プライバシー保護(5)
D会場 3D1 バイオメトリクス(3)
E会場
F会場

3E1 ペアリング(2)
3F1 電子透かし(1)

秀磨 （防衛
恭 （北九州
由美 (富士通
剛 （NHK技

12:35 - 14:00

14:00 - 16:00
3A3 クラウドセキュリティ(1)

座長
渡邊 裕治 (日本
IBM)

16:15 - 17:55
3A4 署名(3)

座長
稲村 勝樹 (KDDI)

3B3 暗号理論(4)

満保 雅浩 (金沢大) 3B4 共通鍵暗号(4)

盛合 志帆 (NICT)

3C3 暗号プロトコル(2)

駒野 雄一（東芝）

猪俣 敦夫 (NAIST)

3C4 マルウェア対策(2)

昼食
3D3 ネットワークセキュリティ(1)

竹森 敬祐 (KDDI研) 3D4 ネットワークセキュリティ(2)

井上 大介 （NICT）

崎山 一男 (電通大)

3E3 サイドチャネル攻撃(4)

角尾 幸保 (NEC)

3E4 サイドチャネル攻撃(5)

菅原 健 (三菱電機)

越前 功（NII）

3F3 IDベース暗号(1)

江村 恵太 (NICT)

3F4 IDベース暗号(2)

高島 克幸 (三菱電
機)

1月25日(金)
9:00 - 10:40
A会場 4A1 数論応用(1)

座長
篠原 直行（NICT）

10:55 - 12:35
4A2 数論応用(2)

座長
高木 剛 （九州大）

瑞穂の間(4F)

セッション会場(A,B,C,D)、招待講演(A,B)、ナイトセッション(A,B)

コスモスホール(3F)

セッション会場(E)

葵殿(4F)

セッション会場(F)

B会場 4B1 暗号理論(5)

米山 一樹 (NTT)

C会場 4C1 マルウェア対策(3)

ネットワーク攻撃検知・対策
山内 利宏 (岡山大) 4C2
(2)

尾形 わかは (東工
大)
武仲 正彦 (富士通
研)

D会場 4D1 暗号プロトコル(3)

四方 順司（横国大） 4D2 ネットワークセキュリティ(3)

白石 善明 (名工大)

山城の間(2F)

懇親会

E会場

4E1 セキュリティ評価・モデル(1)

松浦 幹太 (東大)

金岡 晃 (筑波大)

竹の間(3F)

事務局

F会場

4F1 IDベース暗号(3)

松田 隆宏 (産総研) 4F2

宴会玄関ホール(2F)

受付（1/22）

瑞穂の間前ホワイエ(4F)

技術展示、受付（1/23以降）

4B2 クラウドセキュリティ(2)

4E2 セキュリティ評価・モデル(2)

